
 

 

フューエル・サーチャージ（Fuel Surcharge ＝ 燃油割増料金）につきまして 
 

 

フューエル・サーチャージは、2019 年 6 月 1 日よりスタンダードエクスプレス（SE）およびエコノミーエクスプレス（EE）

に対して適用されます。 

 

フューエル・サーチャージは、当月のフューエル・サーチャージ料率（パーセンテージ）に従ってそれぞれの貨物の輸

送料金に対して計算されます。フューエル・サーチャージ料率の算出は、当月の前々月に米国エネルギー省によって

公表されるジェット燃料米国ガルフコースト価格に基づきます。例： 2019 年 6 月のフューエル・サーチャージ料率は

米国エネルギー省が 2019 年 4 月に公表したジェット燃料米国ガルフコースト価格に基づき算出されます。ジェット燃

料米国ガルフコースト価格はこちら。 

 

フューエル・サーチャージ料率の改定は毎月実施し、翌月第一営業日より有効になります。改定したフューエル・サ

ーチャージ料率は月が終わる一週間前に弊社ウェブサイトにて更新されます。フューエル・サーチャージ料金の計

算における小数点以下の桁数は、最も近い整数として四捨五入されます。 

 

フューエル・サーチャージ料率については、以下の表を参照してください： 

適用月 フューエル・サーチャージ料率 

2019 年 7 月 13.50% 

2019 年 6 月 13.50% 

 

例： 

貨物の輸送料金が 1,500 円で、当月のフューエル・サーチャージ料率が 13.5％の場合、フューエル・サーチャージは

次のとおり算出されます：1,500×13.5%=202.5、整数として四捨五入すると、203 になります。 

 

したがってお客様へご請求される金額は輸送料金とフューエル・サーチャージの合計額である 1,703 円となります。 

合計料金 = 輸送料金 + フューエル・サーチャージ = 1,500+203=1,703  

 

貨物輸送料金は日本以外の目的地で支払われる場合には、フューエル・サーチャージ料率について、次の表を参照

してください。 

適用月  

フューエル・サーチャージ料率 

アジア太平洋地域 

（台湾を除く） 
台湾 欧米地域 

2019 年 7 月 13.50% 11.25% 9.00% 

2019 年 6 月 13.50% 11.25% 9.00% 

 

フューエル・サーチャージ料率に関するお問い合わせは弊社カスタマーサービス 0120-683-683 までご連絡ください。 

 

 

http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=EER_EPJK_PF4_RGC_DPG&f=M


 

日本で支払適用のフューエル・サーチャージ料率 
 

ジェット燃料米国ガルフコー

スト価格（USGC）（1 ガロン

あたり、米ドル） 
SF エクスプレス

2019 標準料率 
 

ジェット燃料米国ガルフコー

スト価格（USGC）（1 ガロンあ

たり、米ドル） 
SF エクスプレス

2019 標準料率 
 

ジェット燃料米国ガルフコー

スト価格（USGC）（1 ガロン

あたり、米ドル） 
SF エクスプレス

2019 標準料率 

以上 未満 
 

以上 未満 
 

以上 未満 

$0.00  $0.74  3.00% 
 

$1.76  $1.79  11.75% 
 

$2.81  $2.84  20.50% 

$0.74  $0.77  3.25% 
 

$1.79  $1.82  12.00% 
 

$2.84  $2.87  20.75% 

$0.77  $0.80  3.50% 
 

$1.82  $1.85  12.25% 
 

$2.87  $2.90  21.00% 

$0.80  $0.83  3.75% 
 

$1.85  $1.88  12.50% 
 

$2.90  $2.93  21.25% 

$0.83  $0.86  4.00% 
 

$1.88  $1.91  12.75% 
 

$2.93  $2.96  21.50% 

$0.86  $0.89  4.25% 
 

$1.91  $1.94  13.00% 
 

$2.96  $2.99  21.75% 

$0.89  $0.92  4.50% 
 

$1.94  $1.97  13.25% 
 

$2.99  $3.02  22.00% 

$0.92  $0.95  4.75% 
 

$1.97  $2.00  13.50% 
 

$3.02  $3.05  22.25% 

$0.95  $0.98  5.00% 
 

$2.00  $2.03  13.75% 
 

$3.05  $3.08  22.50% 

$0.98  $1.01  5.25% 
 

$2.03  $2.06  14.00% 
 

$3.08  $3.11  22.75% 

$1.01  $1.04  5.50% 
 

$2.06  $2.09  14.25% 
 

$3.11  $3.14  23.00% 

$1.04  $1.07  5.75% 
 

$2.09  $2.12  14.50% 
 

$3.14  $3.17  23.25% 

$1.07  $1.10  6.00% 
 

$2.12  $2.15  14.75% 
 

$3.17  $3.20  23.50% 

$1.10  $1.13  6.25% 
 

$2.15  $2.18  15.00% 
 

$3.20  $3.23  23.75% 

$1.13  $1.16  6.50% 
 

$2.18  $2.21  15.25% 
 

$3.23  $3.26  24.00% 

$1.16  $1.19  6.75% 
 

$2.21  $2.24  15.50% 
 

$3.26  $3.29  24.25% 

$1.19  $1.22  7.00% 
 

$2.24  $2.27  15.75% 
 

$3.29  $3.32  24.50% 

$1.22  $1.25  7.25% 
 

$2.27  $2.30  16.00% 
 

$3.32  $3.35  24.75% 

$1.25  $1.28  7.50% 
 

$2.30  $2.33  16.25% 
 

$3.35  $3.38  25.00% 

$1.28  $1.31  7.75% 
 

$2.33  $2.36  16.50% 
 

$3.38  $3.41  25.25% 

$1.31  $1.34  8.00% 
 

$2.36  $2.39  16.75% 
 

$3.41  $3.44  25.50% 

$1.34  $1.37  8.25% 
 

$2.39  $2.42  17.00% 
 

$3.44  $3.47  25.75% 

$1.37  $1.40  8.50% 
 

$2.42  $2.45  17.25% 
 

$3.47  $3.50  26.00% 

$1.40  $1.43  8.75% 
 

$2.45  $2.48  17.50% 
 

$3.50  $3.53  26.25% 

$1.43  $1.46  9.00% 
 

$2.48  $2.51  17.75% 
 

$3.53  $3.56  26.50% 

$1.46  $1.49  9.25% 
 

$2.51  $2.54  18.00% 
 

$3.56  $3.59  26.75% 

$1.49  $1.52  9.50% 
 

$2.54  $2.57  18.25% 
 

$3.59  $3.62  27.00% 

$1.52  $1.55  9.75% 
 

$2.57  $2.60  18.50% 
 

$3.62  $3.65  27.25% 

$1.55  $1.58  10.00% 
 

$2.60  $2.63  18.75% 
 

$3.65  $3.68  27.50% 

$1.58  $1.61  10.25% 
 

$2.63  $2.66  19.00% 
 

$3.68  $3.71  27.75% 

$1.61  $1.64  10.50% 
 

$2.66  $2.69  19.25% 
 

$3.71  $3.74  28.00% 

$1.64  $1.67  10.75% 
 

$2.69  $2.72  19.50% 
 

$3.74  $3.77  28.25% 

$1.67  $1.70  11.00% 
 

$2.72  $2.75  19.75% 
 

$3.77  $3.80  28.50% 

$1.70  $1.73  11.25% 
 

$2.75  $2.78  20.00% 
 

$3.80  $3.83  28.75% 

$1.73  $1.76  11.50% 
 

$2.78  $2.81  20.25% 
 

$3.83  $3.86  29.00% 

 

注意事項: 

 

1． 米国ガルフコースト価格が上記の表の範囲外である場合、上記の表は更新されます。 

2． SF エクスプレスは、フューエル・サーチャージを予告なく変更する場合がございます。料金と適用期間は SF エク

スプレスの独自裁量権によって決定されます。 


